
No. 作品タイトル よみ 制作年 所蔵 員数/技法

四季福光風景 しきふくみつふうけい 昭和28（1953）年 福光美術館蔵

2 袴腰山遠望 はかまごしやまえんぼう 昭和26（1951）年 福光美術館蔵 1点　油画

3 赤松と岬と海と山小屋
あかまつとみさきとうみとや

まごや
昭和23（1948）年 愛染苑蔵 1点　油画

4 立山遠望 たてやまえんぼう 昭和25（1950）年頃 福光美術館蔵 1点　油画

5 山間風景（1） さんかんふうけい 昭和25（1950）年頃 福光美術館蔵 1点　油画

6 山間風景（2） さんかんふうけい 昭和25（1950）年頃 福光美術館蔵 1点　油画

7 高坂貫昭宛書簡
こうさかかんしょうあてしょ

かん
昭和20（1945）年 光徳寺蔵 4点

8 善知鳥版画巻 うとうはんがかん 昭和13（1938）年 個人蔵
全31点のうち9点

木版・墨摺

9 鐘溪頌 しょうけいしょう 昭和20（1945）年 雪梁舎美術館寄託
全24点　木版・彩色

六曲一双屏風

10 瞞着川板画巻 だましがわはんがかん 昭和25（1950）年 個人蔵 全39点　木版・彩色

11 紫袂の柵 むらさきたもとのさく 昭和30（1955）年 愛染苑蔵 1点　木版・彩色

12 龍胆の柵 りんどうのさく
昭和31（1956）年板

昭和32（1957）年摺
光徳寺蔵 1点　木版・墨摺

13 法林經水焔巻 ほうりんきょうすいえんかん 昭和20（1945）年 個人蔵 全2巻　倭画

14 御松図 おんまつず 昭和21（1946）年 西方寺蔵 襖4面　倭画

15 松柏図 しょうはくず 昭和21（1946）年 福光美術館蔵
1点　倭画

六曲一双屏風

16 御四季図 おんしきず 昭和33（1958）年 個人蔵 全2点　倭画

17 御貝図 おんかいず 昭和21（1946）年 西方寺蔵 襖4面　倭画

18 城端別院太鼓堂の柵
じょうはなべついんたいこど

うのさく
昭和22（1947）年 愛染苑蔵 1点　木版・墨摺

19 知源寺蓮弁 ちげんじれんべん 昭和24（1949）年 知源寺蔵 全5点　木版・彩色

20 光徳寺鐘堂と大杉
こうとくじしょうどうとおお

すぎ
昭和23（1948）年 光徳寺蔵 1点　油画

21 光徳寺境内枝垂桜と山門
こうとくじけいだいしだれざ

くらとさんもん
昭和22（1947）年 光徳寺蔵 1点　油画

22 躅飛山縁起御本尊会座の図
ちょくひざんえんぎおんほん

ぞんえざのず
昭和22（1947）年 光徳寺蔵 1点　倭画

23 蓮如上人の柵 れんにょしょうにんのさく 昭和24（1949）年 光徳寺蔵 1点　木版・墨摺

24 蓮如上人御忌ポスター
れんにょしょうにんおんきポス

ター
昭和30（1955）年 光徳寺蔵 1点　手描き

25 雑華堂児背蓮如忌賑図
ざっけどうこをせおうれん

にょきにぎわいず
昭和22（1947）年 光徳寺蔵 1点　倭画

26 五智菩薩図 ごちぼさつず 昭和21（1946）年 西方寺蔵 10面　書・倭画

27 廣大會 こうだいえ 昭和43（1968）年 西方寺蔵 1点　書・倭画

28 二河施無畏尊 にがせむいそん 昭和27（1952）年 善興寺蔵 1点　倭画

福光の自然と風景

棟方志功の福光時代展　作品リスト

2018.7.7~8.26    釧路市立美術館

福光へ

1 全4点　倭画小矢部早春（おやべそうしゅん）　医王盛夏（いおうせいか）　桑山秀秋（くわやましゅうしゅう）　愛染呼冬（あいぜ

んことう）

真宗王国福光
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29 行徳寺山門 ぎょうとくじさんもん 昭和22（1947）年頃 行徳寺蔵 1点　油画

30 赤尾道宗臥像の柵
あかおどうしゅうがぞうのさ

く
昭和25（1950）年 個人蔵 1点　木版・墨摺

31 合掌集落図 がっしょうしゅうらくず 昭和25（1950）年頃 行徳寺蔵 1点　倭画

32 目録 もくろく 昭和21（1946）年
越中五箇山麦屋節

保存会蔵
1点　書

33 署名 しょめい 昭和21（1946）年
越中五箇山麦屋節

保存会蔵
1点　書

34 鷹・廣大會 たか・こうだいえ 昭和33（1958）年 善興寺蔵 1点　書・倭画

35 廣大會 こうだいえ 昭和30年代 善興寺蔵 1点　書

36 灼韻大聖天不動明王尊像
しゃくいんだいしょうでんふ

どうみょうおうそんぞう
昭和17（1942）年 個人蔵 1点　倭画

37 灼明炎大不動尊御像
しゃくみょうえんだいふどう

そんおんぞう
昭和22（1947）年 個人蔵 1点　倭画

會津八一歌書「二菩薩」 あいづやいちかしょにぼさつ

39 二菩薩釈迦十大弟子
にぼさつしゃかじゅうだいで

し

十大弟子 昭和14

（1939）年板

二菩薩 昭和23（1948）

年板　後年摺

個人蔵
全12点　木版・墨摺

六曲一双屏風

40 二菩薩釈迦十大弟子屏風箱
にぼさつしゃかじゅうだいで

しびょうぶばこ
昭和28（1953）年 福光美術館蔵 1組　書・倭画

41 柳兼子夫人獨唱会ポスター
やなぎかねこふじんどくしょ

うかいポスター
昭和24（1949）年 愛染苑蔵 1点　手描き

42
辛夷福光支部発開紀念句談

會

こぶしふくみつしぶはっかい

きねんくだんかい
昭和24（1949）年 愛染苑蔵 1点　手描き

43
河井寬次郎先生新作陶磁展

覧會

かわいかんじろうせんせいし

んさくとうじてんらんかい
昭和22（1947）年 愛染苑蔵 1点　手描き

44 河伯珠寶 かっぱじゅほう 昭和20年代 個人蔵 1点　倭画

45 汽車ポッポの図 きしゃぽっぽのず 昭和19（1944）年 個人蔵 1点　倭画

46 會津八一宛書簡 あいずやいちあてしょかん 昭和20（1945）年
新潟市會津八一記

念館蔵
2点

47 江川作蔵宛書簡 えがわさくぞうあてしょかん 昭和28（1953）年 個人蔵 1点

48 郵便観音 ゆうびんかんのん
昭和19（1944）年板

昭和21（1946）年摺
個人蔵 1点　木版・彩色

49 信文神仁躑躅 しんぶんがみにつつじ 昭和20（1945）年 個人蔵 1点　倭画

50 天神様 てんじんさま 昭和24（1949）年 個人蔵 1点　倭画

51 書妙菩薩出現韻
しょみょうぼさつしゅつげん

いん
昭和24（1949）年 個人蔵 1点　倭画

52 歌妃頌 かひしょう 昭和20（1945）年頃 個人蔵 1点　倭画

53 大歓喜頌 だいかんきしょう 昭和25（1950）年頃 知源寺蔵 1点　倭画

38

昭和14（1939）年

昭和21（1946）年

會津八一揮毫

新潟市會津八一記

念館蔵

2点

木版・墨摺文殊菩薩（もんじゅぼさつ）

普賢菩薩（ふげんぼさつ）

人々との交流



No. 作品タイトル よみ 制作年 所蔵 員数/技法

54 斧山大菩薩妙心図
ふざんだいぼさつみょうしん

ず
昭和24（1949）年 個人蔵 1点　倭画

55 道祖土頌 さやどしょう 昭和25（1950）年 個人蔵 全12点　木版・墨摺

56 運命頌板画柵 うんめいしょうはんがさく 昭和25（1950）年 福光美術館蔵 全4点　木版・墨摺

57
騎獅文殊の柵

騎象普賢の柵

きしもんじゅのさく

きぞうふげんのさく
昭和24（1949）年 雪梁舎美術館寄託 全2点　木版・彩色

58 木菟図 みみずくず 昭和21（1946）年 西方寺蔵 1点　倭画

四天雄飛の図 してんゆうひのず

60 「無盡蔵」 むじんぞう 昭和33（1958）年 光徳寺蔵 1点　書

61 「華厳」 けごん 昭和24（1949）年 個人蔵 1点　書

62 御施無畏観音 おんせむいかんのん 昭和23（1948）年 個人蔵 1点　倭画

63 みみずくの図 みみずくのず 昭和23（1948）年頃 個人蔵 1点　倭画

64 「華厳」 けごん 昭和20年代 個人蔵 1点　書

65 御鯉図 おんこいず 昭和21（1946）年 西方寺蔵 1点　倭画

66 「南山雨北山雲」
なんざんのあめほくざんのく

も
昭和21（1946）年 西方寺蔵 1点　書

67 「萬里水雲長慈航又何處」
ばんりすいうんながしじこう

またいずこ
昭和15（1940）年 光徳寺蔵 1点　書

68 大鯉の図 だいりのず 昭和23（1948）年 愛染苑蔵 1点　倭画

69 昭和30（1955）年代 個人蔵 1点　題紙

70 昭和30（1955）年代 個人蔵 2点　個包装紙

71 昭和20（1945）年代 個人蔵 1点　個包装紙

72 昭和20（1945）年代 個人蔵 2点　掛け紙

73 昭和30（1955）年代 個人蔵 2点　包装紙

74 昭和40（1965）年代 個人蔵
3点　包装紙　・掛

け紙・個包装紙

75 昭和20（1945）年代 個人蔵 1点　掛け紙

76 昭和20（1945）年代 個人蔵 1点　包装紙

77 遺憾なことにの柵 いかんなことにのさく 昭和19（1944）年 光徳寺蔵 1点　木版・墨摺

78 挿頭花板画集 かざしはんがしゅう 昭和23（1948）年 光徳寺蔵
全15点　木版・墨摺

9点／彩色6点

79 栖霞品 せいかぼん 昭和23（1948）年 愛染苑蔵
全43点のうち3点

木版・彩色

80 花深所妃図 はなふかきところひず 昭和30（1955）年 光徳寺蔵 全2点　倭画

81 渦鯰の句図 うずなまずのくず 昭和20（1945）年頃 個人蔵 1点　倭画

82 栖霞園の柵 せいかえんのさく 昭和21（1946）年頃 個人蔵 1点　木版・彩色

83 瞞着川板画巻 だましがわはんがかん 昭和25（1950）年 福光美術館蔵
39点の内24点

木版・墨摺

竹屋製菓

福光で得たもの

59 昭和25（1950）年 福光美術館蔵 全2点　倭画
白虎・玄武/　青龍・朱雀

棟方志功　包装紙

フルーツよしおか　越乃白柿

田村萬盛堂

林盛堂　おわら玉天

石黒松月堂　三寳

若林屋総本家　三国一

大間知商店

日の出屋製菓　柿山

板画本時代



No. 作品タイトル よみ 制作年 所蔵 員数/技法

84 愛染品板画巻 あいぜんぼんはんがかん 昭和21（1946）年 愛染苑蔵

全16点　木版・墨摺

14点／彩色2点

六曲一隻屏風

85 火の願ひ板画柵 ひのねがいはんがさく 昭和22（1947）年 愛染苑蔵

全72点

木版・墨摺／彩色

六曲一双屏風

86 女人観世音 にょにんかんぜおん 昭和24（1949）年 光徳寺蔵
全12点　木版・彩色

六曲一双屏風

87 御立仏像の柵 おんりつぶつぞうのさく
昭和25・26

（1950・1951）年
光徳寺蔵 1点　木版・墨摺

88 雨ニモマケズ あめにもまけず 昭和26（1951）年 個人蔵 1点　倭画

89 不来方板画柵 こずかたはんがさく 昭和23（1948）年 光徳寺蔵 全2点　木版・彩色

90 流離抄板画柵 りゅうりしょうはんがさく 昭和28（1953）年 福光美術館蔵
全31点のうち10点

木版・彩色

91 『板勁』  棟方志功 はんけい 昭和19（1944）年 個人蔵
1点　装画本（表紙手描

き）・著書

92
『夢應の鯉魚』

上田秋成・棟方志功
むおうのりぎょ 昭和21（1946）年 個人蔵 １点　装画本・板画集

93 『板愛染』  棟方志功 はんあいぜん 昭和23（1948）年 個人蔵 2点　装画本・著書

94 『板響神』  棟方志功 ばんきょうじん 昭和27（1952）年 個人蔵 2点　装画本・著書

95 雑誌『工藝』第118号 ざっし　こうげい 昭和22（1947）年 個人蔵 2点　装画本（雑誌）

96 『善知鳥』  世阿弥元清 うとう 昭和22（1947）年 個人蔵 2点　装画本

97 『龍樹』  岩倉政治 りゅうじゅ 昭和22（1947）年 個人蔵 2点　装画本

98 『四又の百合』  宮澤賢治 よつまたのゆり 昭和23（1948）年 個人蔵 2点　装画本

99 『花ぬすっと』  花岡大學 はなぬすっと 昭和24（1949）年 個人蔵 2点　装画本

100 『雪炎』  岡部文夫 せつえん 昭和24（1949）年 個人蔵 1点　装画本

101 雑誌『週刊朝日』9月29日号 ざっし　しゅうかんあさひ 昭和21（1946）年 個人蔵 1点　装画本（雑誌）

102
雑誌『東雲』福野高等学校

文藝部　第2号
ざっし　しののめ 昭和26（1951）年 個人蔵 1点　装画本（雑誌）

103
雑誌『東雲』福野高等学校

文藝部　第3号
ざっし　しののめ 昭和27（1952）年 個人蔵 1点　装画本（雑誌）

104 雑誌『辛夷』第26巻　第2号 ざっし　こぶし 昭和25（1950）年 個人蔵 1点　装画本（雑誌）

105 雑誌『辛夷』第26巻　第3号 ざっし　こぶし 昭和25（1950）年 個人蔵 1点　装画本（雑誌）

106 雑誌『文航』創刊号 ざっし　ぶんこう 昭和25（1950）年 個人蔵 1点　装画本（雑誌）

107 詩集『白鳥』  稗田葦平 ししゅう　はくちょう 昭和25（1950）年 個人蔵 1点　装画本

108 『風』  岡部文夫 かぜ 昭和23（1948）年 個人蔵 1点　装画本

109 『痴人の愛』  谷崎潤一郎 ちじんのあい 昭和21（1946）年 個人蔵 2点　装画本

110
『流離抄板畫巻』

吉井勇・棟方志功
りゅうりしょうはんがかん 昭和29（1954）年 個人蔵 3点　装画本・板画集

111
『歌々板画巻』

谷崎潤一郎・棟方志功
うたうたはんがかん 昭和32（1957）年 個人蔵 2点　装画本・板画集

112 『鍵』  谷崎潤一郎 かぎ 昭和31（1956）年 個人蔵 2点　装画本

386点

装画本


